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北海道 私立大学 札幌大学 【地域共創学群】人間社会学域
北海道 私立大学 札幌学院大学 【人文】英語英米文
北海道 私立大学 北星学園大学 【文】英文
北海道 私立大学 北星学園大学 【文】心理・応用コミュニケーション
北海道 私立大学 北洋大学 【国際文化】キャリア創造
北海道 私立大学 北海学園大学 【人文】英米文化
北海道 私立大学 北海学園大学 【人文（二部）】英米文化
北海道 私立大学 北海商科大学 【商】観光産業
北海道 私立大学 北海商科大学 【商】商
北海道 私立短期大学 札幌大学女子短期大学部 【キャリアデザイン】
北海道 私立短期大学 北星学園大学短期大学部 【英文】
北海道 私立短期大学 北海道武蔵女子短期大学 【英文】
宮城 私立大学 宮城学院女子大学 【学芸】英文
宮城 私立短期大学 仙台青葉学院短期大学 【現代英語】
福島 私立短期大学 桜の聖母短期大学 【キャリア教養】
茨城 私立大学 茨城キリスト教大学 【文】現代英語
栃木 私立大学 白鷗大学 【教育】発達科学（英語教育）
栃木 私立大学 白鷗大学 【経営】経営
栃木 私立短期大学 佐野日本大学短期大学 【総合キャリア教育】
群馬 公立大学 群馬県立女子大学 【国際コミュニケーション】英語コミュニケーション課程
群馬 私立大学 共愛学園前橋国際大学 【国際社会】国際社会（国際社会）
群馬 私立短期大学 育英短期大学 【現代コミュニケーション】国際理解・英語留学コース
群馬 私立短期大学 高崎商科大学短期大学部 【現代ビジネス】英語・編入コース
埼玉 私立大学 東京国際大学 【言語コミュニケーション】英語コミュニケーション
埼玉 私立大学 獨協大学 【外国語】ドイツ語
埼玉 私立大学 獨協大学 【外国語】フランス語
埼玉 私立大学 獨協大学 【外国語】英語
埼玉 私立大学 文教大学 【文】英米語英米文
千葉 私立大学 川村学園女子大学 【文】国際英語
千葉 私立大学 神田外語大学 【外国語】イベロアメリカ言語
千葉 私立大学 神田外語大学 【外国語】英米語
千葉 私立大学 秀明大学 【英語情報マネジメント】英語情報マネジメント
千葉 私立大学 城西国際大学 【国際人文】国際交流
千葉 私立大学 明海大学 【外国語】英米語
千葉 私立大学 麗澤大学 【外国語】外国語
千葉 私立大学 和洋女子大学 【国際】英語コミュニケーション
東京 私立大学 学習院大学 【国際社会科】国際社会科
東京 私立大学 学習院大学 【文】ドイツ語圏文化
東京 私立大学 学習院大学 【文】フランス語圏文化
東京 私立大学 学習院大学 【文】英語英米文化
東京 私立大学 学習院女子大学 【国際文化交流】英語コミュニケーション
東京 私立大学 共立女子大学 【文芸】文芸
東京 私立大学 杏林大学 【外国語】英語
東京 私立大学 恵泉女学園大学 【人文】英語コミュニケーション
東京 私立大学 駒澤大学 【グローバル・メディア・スタディーズ】グローバル・メディア
東京 私立大学 産業能率大学 【経営】経営
東京 私立大学 実践女子大学 【文】英文
東京 私立大学 上智大学 【外国語】イスパニア語
東京 私立大学 上智大学 【外国語】ドイツ語
東京 私立大学 上智大学 【外国語】フランス語
東京 私立大学 上智大学 【外国語】ポルトガル語
東京 私立大学 上智大学 【外国語】ロシア語
東京 私立大学 上智大学 【外国語】英語
東京 私立大学 昭和女子大学 【国際】英語コミュニケーション
東京 私立大学 白百合女子大学 【文】フランス語フランス文
東京 私立大学 白百合女子大学 【文】英語英文
東京 私立大学 清泉女子大学 【文】スペイン語スペイン文
東京 私立大学 清泉女子大学 【文】英語英文
東京 私立大学 専修大学 【文】英語英米文
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東京 私立大学 大正大学 【表現】表現文化
東京 私立大学 大東文化大学 【外国語】英語
東京 私立大学 拓殖大学 【外国語】スペイン語
東京 私立大学 拓殖大学 【外国語】英米語
東京 私立大学 玉川大学 【文】英語教育
東京 私立大学 帝京大学 【外国語】外国語
東京 私立大学 東海大学 【国際文化】国際コミュニケーション
東京 私立大学 東京家政大学 【人文】英語コミュニケーション
東京 私立大学 東京女子大学 【現代教養】国際英語
東京 私立大学 東洋大学 【文】英米文
東京 私立大学 東洋学園大学 【グローバル・コミュニケーション】英語コミュニケーション
東京 私立大学 文化学園大学 【国際文化】国際文化・観光
東京 私立大学 文京学院大学 【外国語】英語コミュニケーション
東京 私立大学 法政大学 【文】英文
東京 私立大学 目白大学 【外国語】英米語
東京 私立大学 早稲田大学 【教育】英語英文
東京 私立短期大学 共立女子短期大学 【文】英語コース
東京 私立短期大学 国際短期大学 【国際コミュニケーション】ビジネススキルコース
東京 私立短期大学 実践女子大学短期大学部 【英語コミュニケーション】観光ビジネスコース
東京 私立短期大学 実践女子大学短期大学部 【英語コミュニケーション】国際コミュニケーションコース
神奈川 私立大学 神奈川大学 【外国語】スペイン語
神奈川 私立大学 神奈川大学 【外国語】英語英文
神奈川 私立大学 相模女子大学 【学芸】英語文化コミュニケーション
神奈川 私立短期大学 上智大学短期大学部 【英語】
新潟 私立短期大学 新潟青陵大学短期大学部 【人間総合】人間総合コース
長野 私立大学 清泉女学院大学 【人間】心理コミュニケーション（英語コミュニケーション）
静岡 私立大学 静岡英和学院大学 【人間社会】人間社会
静岡 私立大学 常葉大学 【外国語】英米語
石川 私立大学 金沢星稜大学 【人文】国際文化
岐阜 公立短期大学 岐阜市立女子短期大学 【英語英文】
愛知 公立大学 愛知県立大学 【外国語】ヨーロッパ（スペイン語圏）
愛知 公立大学 愛知県立大学 【外国語】ヨーロッパ（ドイツ語圏）
愛知 公立大学 愛知県立大学 【外国語】ヨーロッパ（フランス語圏）
愛知 公立大学 愛知県立大学 【外国語】英米
愛知 私立大学 愛知大学 【国際コミュニケーション】英語
愛知 私立大学 愛知学院大学 【文】グローバル英語
愛知 私立大学 愛知学院大学 【文】英語英米文化
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【交流文化】交流文化
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【文】総合英語
愛知 私立大学 愛知東邦大学 【経営】国際ビジネス
愛知 私立大学 愛知文教大学 【人文】人文
愛知 私立大学 桜花学園大学 【学芸】英語
愛知 私立大学 桜花学園大学 【保育】国際教養こども
愛知 私立大学 金城学院大学 【文】英語英米文化
愛知 私立大学 中部大学 【人文】英語英米文化
愛知 私立大学 東海学園大学 【人文】人文
愛知 私立大学 名古屋外国語大学 【外国語】フランス語
愛知 私立大学 名古屋外国語大学 【外国語】英米語
愛知 私立大学 名古屋外国語大学 【現代国際】現代英語
愛知 私立大学 名古屋学院大学 【外国語】英米語
愛知 私立大学 名古屋商科大学 【国際】英語
愛知 私立大学 南山大学 【外国語】スペイン・ラテンアメリカ
愛知 私立大学 南山大学 【外国語】ドイツ
愛知 私立大学 南山大学 【外国語】フランス
愛知 私立大学 南山大学 【外国語】英米
愛知 私立大学 日本福祉大学 【国際福祉開発】国際福祉開発
愛知 私立大学 名城大学 【外国語】国際英語
愛知 私立短期大学 名古屋短期大学 【英語コミュニケーション】
京都 私立大学 京都外国語大学 【外国語】イタリア語
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京都 私立大学 京都外国語大学 【外国語】スペイン語
京都 私立大学 京都外国語大学 【外国語】ドイツ語
京都 私立大学 京都外国語大学 【外国語】ブラジルポルトガル語
京都 私立大学 京都外国語大学 【外国語】フランス語
京都 私立大学 京都外国語大学 【外国語】ロシア語
京都 私立大学 京都外国語大学 【外国語】英米語
京都 私立大学 京都産業大学 【外国語】ヨーロッパ言語
京都 私立大学 京都産業大学 【外国語】英語
京都 私立大学 京都女子大学 【文】英文
京都 私立大学 京都橘大学 【国際英語】国際英語
京都 私立大学 京都ノートルダム女子大学 【国際言語文化】英語英文
京都 私立大学 佛教大学 【文】英米
京都 私立大学 龍谷大学 【文】英語英米文
京都 私立短期大学 京都外国語短期大学 【キャリア英語】
大阪 国立大学 大阪大学 【外国語】外国語
大阪 国立大学 大阪大学 【文】人文
大阪 私立大学 大阪大谷大学 【人間社会】人間社会
大阪 私立大学 大阪学院大学 【外国語】英語
大阪 私立大学 大阪観光大学 【観光】観光
大阪 私立大学 大阪国際大学 【国際教養】国際コミュニケーション
大阪 私立大学 大阪樟蔭女子大学 【学芸】国際英語
大阪 私立大学 大阪女学院大学 【国際・英語】国際・英語
大阪 私立大学 関西大学 【外国語】外国語
大阪 私立大学 関西大学 【文】総合人文
大阪 私立大学 関西外国語大学 【英語キャリア】英語キャリア（小学校教員コース）
大阪 私立大学 関西外国語大学 【外国語】スペイン語
大阪 私立大学 関西外国語大学 【外国語】英米語
大阪 私立大学 近畿大学 【国際】国際
大阪 私立大学 近畿大学 【文芸】文
大阪 私立大学 四天王寺大学 【人文社会】国際キャリア
大阪 私立大学 帝塚山学院大学 【リベラルアーツ】リベラルアーツ
大阪 私立大学 梅花女子大学 【文化表現】国際英語
大阪 私立大学 羽衣国際大学 【現代社会】現代社会
大阪 私立大学 阪南大学 【国際コミュニケーション】国際コミュニケーション
大阪 私立大学 阪南大学 【国際観光】国際観光
大阪 私立大学 桃山学院大学 【国際教養】英語・国際文化
大阪 私立短期大学 大阪女学院短期大学 【英語】
大阪 私立短期大学 関西外国語大学短期大学部 【英米語】
兵庫 公立大学 神戸市外国語大学 【外国語】イスパニア
兵庫 公立大学 神戸市外国語大学 【外国語】ロシア
兵庫 公立大学 神戸市外国語大学 【外国語】英米
兵庫 公立大学 神戸市外国語大学 【外国語（第二部）】英米
兵庫 私立大学 芦屋大学 【臨床教育】教育
兵庫 私立大学 大手前大学 【総合文化】総合文化
兵庫 私立大学 関西国際大学 【国際コミュニケーション】英語コミュニケーション
兵庫 私立大学 甲南大学 【マネジメント創造】マネジメント創造
兵庫 私立大学 甲南大学 【文】英語英米文
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【国際】国際英語
兵庫 私立大学 神戸海星女子学院大学 【現代人間】英語観光
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【グローバル・コミュニケーション】グローバル・コミュニケーション
兵庫 私立大学 神戸国際大学 【経済】国際文化ビジネス・観光
兵庫 私立大学 神戸松蔭女子学院大学 【文】英語
兵庫 私立大学 神戸女学院大学 【文】英文
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【文】英語英米文
兵庫 私立大学 神戸女子大学 【文】国際教養
兵庫 私立大学 神戸親和女子大学 【文】国際文化
兵庫 私立大学 兵庫大学 【現代ビジネス】現代ビジネス
兵庫 私立大学 武庫川女子大学 【文】英語文化
兵庫 私立短期大学 大手前短期大学 【ライフデザイン総合】
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兵庫 私立短期大学 武庫川女子大学短期大学部 【英語キャリア・コミュニケーション】
奈良 私立大学 天理大学 【国際】外国語
奈良 私立大学 天理大学 【国際】地域文化
岡山 私立大学 就実大学 【人文科学】実践英語
岡山 私立大学 ノートルダム清心女子大学 【文】英語英文
広島 国立大学 広島大学 【総合科学】国際共創
広島 国立大学 広島大学 【文】人文
広島 私立大学 広島修道大学 【人文】英語英文
広島 私立大学 広島女学院大学 【人文】国際英語
広島 私立大学 安田女子大学 【文】英語英米文
山口 私立大学 梅光学院大学 【文】人文
徳島 私立大学 四国大学 【文】国際文化
徳島 私立大学 徳島文理大学 【文】英語英米文化
徳島 私立短期大学 四国大学短期大学部 【ビジネス・コミュニケーション】
徳島 私立短期大学 徳島文理大学短期大学部 【言語コミュニケーション】英語コミュニケーション
徳島 私立短期大学 徳島文理大学短期大学部 【言語コミュニケーション】観光ビジネスコース
香川 私立大学 四国学院大学 【文】人文
福岡 公立大学 北九州市立大学 【外国語】英米
福岡 私立大学 久留米大学 【文】国際文化
福岡 私立大学 西南学院大学 【外国語】外国語
福岡 私立大学 西南女学院大学 【人文】英語
福岡 私立大学 筑紫女学園大学 【文】英語
福岡 私立大学 福岡大学 【人文】ドイツ語
福岡 私立大学 福岡大学 【人文】フランス語
福岡 私立大学 福岡大学 【人文】英語
福岡 私立大学 福岡女学院大学 【国際キャリア】国際英語
福岡 私立短期大学 福岡女学院大学短期大学部 【英語】
長崎 私立大学 活水女子大学 【国際文化】英語
長崎 私立大学 長崎外国語大学 【外国語】現代英語
熊本 私立大学 九州ルーテル学院大学 【人文】人文（キャリア・イングリッシュ）
熊本 私立大学 熊本学園大学 【外国語】英米
大分 私立大学 別府大学 【文】国際言語・文化
宮崎 私立短期大学 南九州短期大学 【国際教養】グローバル・コミュニケーションコース
鹿児島 私立短期大学 鹿児島純心女子短期大学 【英語】
沖縄 私立大学 沖縄大学 【人文】国際コミュニケーション
沖縄 私立大学 沖縄キリスト教学院大学 【人文】英語コミュニケーション
沖縄 私立短期大学 沖縄キリスト教短期大学 【英語】


